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Inthisstudy,skinbiopsyspecimensfrom forty-ninepatientswithanaphylactoid

puypura(AP)Wereimmunohistoehemicaiiyexamined,usingavidinandantic壷tan淀

bodyformastcellstaining,Ulexeuropapusagglutinin-1lectin,antia-smoothmus-

cleactinantibodyandantitypeⅣ eoua欝enantibodyforb旦oodvessels,propidium io-

didefornuclearst､aining.antiE-selectinantibodyforE-selectinexpression.andanti

IgAantibodyforimmunecomplexHC). Therelationshipsamong王Cdeposition,in-

flammatoryCellinfilt･r(ltP,E-splectinexpressioninendothelialcellsandmastcell

degranulationinthediseasewereanalyzedwitheonfocallaserscanningmieroscopy.

IgAisalwaysdepositedmainlyincapillaryloop,buHnmostof蟻elesionsexam-

inedonlyasmallamountofinflammatorycellinfiltrateisobservedinthebloodvest

scls.E-selectinwasexpressedinendothelialcellsofbloodvesselsinfifteenofthirty-

twopatients(賂 9%). Mo紙 bioodvesselswithE-seiectin-positiveemdoもhel豆a互ceils

werethehorizontalplexus.anddenseinflammatoryCellinfiltrat･ewasalwaysobserved

aroundthebloodvessels.Inlesionsfrom sevenpatientsthenumberofal,idin-binding

cellsaroundbloodvesselswasinverselyproport･ionalt･Othedpnsit.vofinflammator),

avidin-bindingcellswassignificantlydecreasedcomparedwithnormalskin. rlowever,

therewasnosignificantdirrerenceintllenunlbeI､OrC-kitpositil,eCellsbetween
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アナフィラタ トイド紫斑,肥満細胞,

共焦点レ-ザ-走査型顕微鏡

は じ め に

血管炎は血管壁を主産とする炎症性病変である.皮膚

の血管炎では,臨床的に紫斑を伴った丘疹,結節,潰藤

やuペ ド-として現れる日.その分類は障害 される血管

の太さに基づいてなされてきた2).しか し,発症 メ藷ニ

ズムの解析が進み,それに基づ く分類 も試みられてい

る3)隼 それによれば,免疫複合体沈着による鹿管私

人NL'j＼陽性血管炎.そしてT細胞性ないし肉芽腫性血

管炎(∫)3つに甘粕される.

免疫複合体沈着による血管炎には,アナフィラグ トイ

ド紫斑 (AP),尊麻疹棟血管炎,タuオグロブリン血症

が含まれ,毛細血管後小静敗を主産 とした病変である.

AN(､Å射 ′用t管炎は Wpge11er肉芽腫症や鍾微銘的

結節 性多発動腺炎が含まれる.T細胞性ないし肉芽魔性

血管 炎は側頭動親風 高安動脈炎等が含まれ,その名が

示す よ うに血管壁内ないしその周囲に肉芽腫をつくるこ

とを特 徴 とする.免疫複合体塑血管炎は JoTizzoの経

､･ 一･ .-･-ど.r=l)∴･l ＼.≡I!･1.

ANCA陽性1lrll管炎と肉芽腫性lfll昔炎は 1とIrger-1･PSSel

ne(､rotiziIlgI,aSCulitisに+-fl当する.

AP は小児に好発 し,皮膚血管炎の中では澱も高頻度

に遭遇する疾患である1).臨床的に下腿中心の紫斑 を伴

う紅斑性丘疹,いわゆる palpablepuTpuTaを主症状

とし,しばしば関節痛,血尿,腹痛 ･下血などの皮膚外

症状を伴う.皮膚病変の病理組織で真皮浅層の小血管に

桟藤を伴った好中球を主体とした炎症細胞浸潤,フイブ

免疫複合体,E00セレクチン,炎症細胞浸潤,

リノイ ド変性,赤血球漏出像および血管内皮細胞の膨化

といった,いわゆる壊死性血管炎の像が認められる.免

疫組織学的にほぼ食倒で雁恩血管壁に 王哲A とC3の聯

粒状沈着を認め,その所見は診断に有用である.また,

患者血清中に IぎA 型免疫複合体 が高率 に認め られ

が )5).これらの所見から IgA型免疫複合体が本疾患

の発症メカニズムに重要であると考えられている.

免疫複合体塑血管炎の発症病理において,補体の最終

産物である membTaneatta洩 complexの関与 私示

唆されている6)が,好中球が最終的エフェクタ-細胞

であり,最も麗質であると考えられている7).近年,好

中球が循環血中から病変部血管に浸潤するメカニズムを

理解する上で非常に魔要な,細胞接着分子や炎症性サイ

トカインについての多 くの知見が得 られた鋸.そのなか

管,肥滴細胞の果たす役割が注目されつつある.しかし

業際のヒト皮膚の血管炎における肥満細胞の関与につい

ての検討は散発的な症例研究9購 )にみ られるだけであ

り,十分なものではない.

本研究では,APの発症メカニズムにおける肥滴細胞

の役審銅こついて検討するため,病変組織 における 短A,

E-セレクチン,肥満細胞の脱輝粒および好中球浸潤の

関係を共焦点レーザー走査型顕微鏡 (CLSM)を用い

て解析を行った.CLSM の第 1の特徴は,非常に薄い

光学的切片が得られることである11).っまり,組織切片

中の焦点が合った深さの平面画像のみを選択的に抽出し,

それ以外の画像は除去することができることである.開

口定数が 1.0以上の対物レンズを周いた場合,得 られる
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光学的切片は0.2pm 厚の親戚切片か ら得 られた画像

に相当する.第2の特徴は,得られた画像はデジタル画

像であるため,画像解析'ノ7 トウェアーにより種々の解

析が可能であることである.従瀬.肥満細胞は トル 1'ジ

ンブルー陽性細胞 として測定 していたが.本実験では肥

満細胞がアビジン結合性を持 ち C-kit陽性であること

を利用 し,それらを蛍光標識 した緩 CLSM により観察

した.その結果,血管炎の早期の病態形成における肥満

細胞の関与を示唆する興味深い所見が得られたので報告

する.

材 料 と 方 法

1.抗体,試薬

肥満細 胞 の細胞 内鞘粒 の 染 色 には,rluorescein

istothiseyanate(FTTC)標識アビジン (Veetor社.

USA)を.肥満細胞の染色には,抗 ヒ ト e-kitモ ノク

ローナル抗体 (I)AltO社,Denmarklを明いた.血

管のマーカーとしては.血管内皮細胞の染色に FITC

標識 uexpuropaeusagglut､inin(LTEA)-1レク

チン12) (veetor社),血管周皮細胞ない し平滑筋細胞

の染色に抗 ヒトa-smoothmuscleactin(SMA)モ

jタロ-ナル抗体 (DAKO社 ),血管基底膜の染色 に

抗 ヒトnr聖コラーゲンモ ノクローナ)i,抗体 (ChemiL10n

社,LTSA)を用いた.propidium iodideLPI) と杭

ビトE-七レクチン ･モ ノ'/ロー十)Tv抗体はそれぞれ

Wako社 し大阪) と Immunoteeh社 (Fralleelの

ものを恥 ､た.FITC 標識抗 ヒ ト IgA 抗体 LDAItO

敬)を用いた染色で,額粒状に沈着 したものを免疫複合

体とした.二次抗体として,FITCないし tetrame血yl

rhodamineisothioc.vanate(TRITC)標識抗マウス

免疫ケロブ.)ン抗体 (DAlく0 社)を用いた.

2.材料

臨床的,組織学的および免疫組織学的に AP と診断

された49症例の生検組織で検討 した.すべての症例は臨

昧的に palpablepLlrpuraで.組織学的に Ietlkoeyto-

clastievaseulitisの像を示 し,直接蛍光手封本法でlt'll管

壁に IgA の沈着を確認 したものである.検体はすべて

下腿から採取 し,生検後すみやかに二分割 し,一方は10

%ホルマリン国宝級パラフィン包渡 し,他方は液体窒素

中で急速冷凍後-70℃で保存 した.なお,対照 として,

下腿の Bowem病の拡大切除術時に得 られた,辺縁の

非病変部の皮膚組織を用いた.
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3.方法

1) 免疫染色

(ll 10%ホルマリン固定 .パラ7 イン包埋組織の

免疫染色

症例33-39について.血管岡田の炎症細胞浸潤の程度

とその血管同朋のアビジン結合細胞の関係 を検討 した.

20JLm 厚の切片を作成後.定法に従って脱パラ7 fン

処理を行った.PBSによる洗浄後,fjLtヒ ト SMA 抗 体

に4℃.2･1時間反応 させた.洗浄後,∴次抗 体 として

TRIT(1標識抗マウス免疫 グロブ リン抗体 と FITC 標

識アビジンで 4℃,24時間反応させた.洗浄後,90% グ

I)セリン/PBSで封入した.('LSM による観察後.同

切片をヘマ トキシリン ･エオジン染色L.各血管壁にお

ける炎症の程度を判定 した.

(2)凍結組織の免疫簸色

クリオスタットを用いて 20′Hm 厚の切片 を作成 し,

室温で30分間乾燥後.99.5110アセ トンで 1℃.10分間固

定 した.その後 PBSで洗浄 し,以下の免疫毅色を行 っ

た.

①短A 沈着血管,炎症細胞浸潤血管お よび E-セ レ

クチン陽性血管の関係

症例 1-32について,検討 した.まず,抗 E-セレク

チン抗体に反応 させ,洗浄後 TRIT(二標識ない しFITC

標識抗マウス免疫 グロブリン抗体と反応 させた.これ ら

の うち,TRITC 標識抗体 で衆色 した切片 は洗浄後

FIT(ご標識抗 ヒト IgA 抗体に反応させ,FITC標識抗

体に反応 させた切片は,核液色 目的で P王で敗色 した.

②炎症細胞浸潤 と C-kit陽性細胞の関係

症例10･-14で検討 した.抗 ヒ ト e-kit抗体を反応 さ

せ.洗浄後 TRITC標識抗マウス免疫 グロブ リン抗体

と F王TC 標 識 UEA-1レタテ ンを反応 させ た .

CLSh:･1による観察後,同切片をヘマ トキシリン ･エオ

ジン染色L∴形態学的に炎症細胞浸潤の程度を判定した.

③免疫複合体 とアビジン結合細胞の関係

症例L･11.-49までの 9例について検討 した.抗 ヒトN型

コラ-ダン抗体を反応 させ,洗浄後 TRITC 標識抗マ

ウス免疫グロブリン抗体を反応 させた.さらに洗浄後,

FITC標識抗 ヒト IgA 抗体と FITC標識アビジンを

反応させた.

QIE-七レクチンとアビジン陽性細胞の関係

症例46-49について検討 した.抗 ヒ ト E一七 レクチ

ン抗体を反応 させ,洗浄後 TRITC 標識抗マウス免疫

グロブリン抗体と FIrrC標識アビジンを反応 させた.

切片固定後のすべての操作は室温で行い,各抗体の反
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応時間は2時間.PBS洗浄は5'Jl間を3回行--.'た.i

た封入には90%グリセリン/PBSを用いた.

2) 観察および解析

免疫染色をした組織切片の観察 ･計測には Zeiss社

製 Cl,S九･ltGeH1mny)をけ巨､,+I.血管壁とアビジン

結合細胞ないLc茂玩陽性細胞 との関係は覗倍 (開口

定数 0.75)の対物レンズを伺い,E-セレクチンとアビ

ジン結合細胞と(I)F張日系については63倍 し開IJ定数 1.ll

の対物レンズを用いて観察した.

抗 Slt,IA 抗体.杭I＼･'型コラーゲン抗体ないしLTEA-

1レクチンで染色した血管壁または IgA が沈着 した血

管の長さと,血管に接着しているアビジン結合細胞ない

間隔で各深度の16枚の光学切片像を得た.各画像で血管

に少なくとも1カ所以上接触 しているアビジン結合細胞

ないし,血管に近接 している ｡-kit陽性細胞を確認 し

た.次に,これらの16枚の光学切片を呈枚の画像に慶ね

あわせた緩,鹿管長と血管に接触する肥満細胞を測定し,

血管100l-,Lnlあたり(')肥満細胞数を求めた. 1症裾 二

つきす くなくとも3枚以上の組織切片を観察した,後述

するように,組織切片内の血管を炎症紐胞浸潤の程度や

短A 沈着の有顔で分けたが,それぞれにつ きす くなく

とも4視野以上で計測 した.対応のない 2群の も検定を

結 果

(1) 免疫複合体沈着血管,炎症細胞浸潤血管およ

び E一七レクチン陽性血管の関係

皮膚の血管を廉皮乳頭層に存在する毛細血管ループ,

蒸皮乳頭下層と網状層n境界部分に位置し表皮と平行に

鹿管網を形成 している乳頭下層血管網,そして轟皮中層

ないし下層を表皮 と垂直に走行する小血管の 3つに分

類 Lた.乳頭~卜血管網は毛細lllL管後相中静脈にfl十当す

る13).

E一七レクチン陽性血管が認められたのは32刑申15刑

摘6.9%)であった.これらの15例について免疫複合体

沈着血管,炎症細胞浸潤血管および E-セ レクチン陽

性血管を表 1にまとめた.全例で毛細血管ループに免疫

複合体 日露A および C3)の沈着を認めた.うち乳頭

下層血管網ないし真皮中層以下の血管にあ免疫複合体の

沈着を認めたのは約半数の8例であった,これに射し,

好中球浸潤は15例全閉で乳頭下層血管網に認められ,う

ち12例は廉皮中層の血管にも認められたが,毛細血管ルー

泰1 免疫複合体の沈着,好中球浸潤,E-セレクチン発

現血管の関係

症例 免疫複合体沈潜 好中球浸潤 E-セレクチン発現

18 a b+ a 也

19 a b+a e

20 a十b b十ぐ a.+ら

21 a十b十e b十ぐ e

諾望 a b a十b

23 a b b十ぐ

i24 a+b+e b十 e e

25 a f1+b+ e a

26 a b十e C

27 a b a十b

28 級+ら b十e C

29 f1+b十 ぐ b十e e

30 a+ら+C ら+ C ち

31 a a+b十 e 也

32 a十b b十 r e

b:乳頭 f(,闇ltL澗‥綱

a:義政中層から下層血管

プに乳頭下層血管網と同程度の好中球浸潤を認めたのは

わずか 2例であった.E-セレクチンは毛細血管ループ

と乳頭下層血管網に認めたもの3例.乳頭 卜層Ifll管網の

裾 二認めたもの3f札 乳頭 卜層血管網と真皮中層cT)血管

に認め/+=もの 1刑.和宣中層血管の丸に認めたもの 8例

であった.E-セレクチンと Piによる概毅色の 2塞染

色切片を観察すると E-七 レクチン陽性血管の周閲に

は靭漕な炎症細胞浸潤が常に認められた (データ示さず).

王欝A と桟染色の 2鹿巣亀切片を観察すると 短A が沈

着しているIfrl管の炎症細胞は比較的少数であ上 岡密な

炎症細胞浸潤を認める血管壁では IgA はほとんど認め

られ/+dIか･･-,た (データ示さず1.1gA と F.一七レクチン

の2麗漁色では両者が共存することはなかった (デ-夕

示さず),

(2)肥満細胞の染色性と正常対照における血管周

囲の密度

皮膚の肥満細胞は e-kit陽性に陽廿で,その鞘粒は

アビジンと親和性を持つことが知られている刷.今回の

2重染色による検討で,正常背部皮膚組織 において

FITC標識アビジンが結合する細胞は e-kit陽性細胞

とほぼ一致 し,2義染色では黄色から黄緑に観察された

(図1-a.b.C).このことは,脱種粒 していない肥満細
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a b C

d e ∫

ど h

1 3
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図1 正常皮膚とアナ7イラクトイド紫斑病変部の見積組織学的所見

a:iI二常皮膚組織におけるアビジン (FITClと抗e-kit抗体 (TRITClの 2黍央色.

C･:同一一一画像の抗C･_kit､抗体単敢色

2薮染色 (a)では貴在内の肥満細胞はほとんどが帯色に染色され,さらに蝉鵜色で示されるアビジン結合細胞 (b)

とC-kit陽性細胞 (e)はほほ同数である.表皮内の,アビジン陰性 (b,矢尻)で e-kit陪性の細胞 (C.矢尻)は.メ

ラノサ 1'トと考えられる.アビジンの蛍光強度は維胞によi)差が認められるが.血管 (*印)周関で特に減弱 してい

るわけではない (b).

bar-60FLm

d:アナ7 (ラクトイド紫斑病変部の皮Y書組織におけるアビジン (FITC)と杭 C-kit抗体 (TRITC)の 2重敗色,

f:同一-画像の杭 C-kit抗体単牡色

2重染色では.血管 (*印l同朋の肥満細胞に酋色に染色される細胞 (d.黒矢尻)と赤色に敢色される細胞 (d.異矢

LIrH とがある.前:Hはアビジン陽性 te,畢矢尻).C-kit陽性 (f,異矢尻)であるのに対し,後者はアビジン陰性 (e,ユT･;

矢印巨である.

bar-60/Lm

ど:アナ71ラケトイド紫斑病楚部の乾f#組織におけるアビジン (FITC)と抗 SMA抗体(TRITC1の 2電染色,

アビジン結合細胞は毛細血管ループから-TEt-皮中軌 hl管 (*印)にかけて.その間師に密に分布 している Lg).泉 も強

い蛍光を赤に.泉も弱いものを紫で表し,蛍光強度によi)レ1Iンボーカラー表示すると.血管周開U)アビジン結合細

胞 th:夫尿)は青から緑に表示され.血管から#.れて分布するもの (h:矢印)は赤から椙に表示される.前者は後

者よI)も蛍光強度が著 しく低下していることがわかる.

bar-Ilk).ELm

上 アナフ (ラケトイド紫旗病変部の皮膚組織におけるアビジン (FITC1と抗 E一七レクチン抗体 (TRITClの 2重鵜

色.

E-セレクチン (*印)は乳頭下層鹿管網に選択的に発現 し,内皮細胞内に願粒状に漁色きれる (江 その周囲のア

ビジン結合細胞 (夫恥 の7'tJ:ジン結合性は著 しく減弱 しているものが多い 小 .

ba1,-30′Hnl

胞はアビジンと L.-kit_の両者に陽性であることを示す .

正常対照 として 卜腿の Bowen病辺縁の非病変部皮

庸組織 を用いた.使用 した部位は病変部か ら十分に離れ

ているため.腫暗細胞の啓三常はほとんどない もの と考 え

られる.4症例か ら卦lLIJJした下腿の正常皮丁削 二おける.

.lflL管 100,日m 当た i)のアビジン結 合細胞数の二平均 を表

2に示す.

(3) 乳頭下層血管網の細胞浸潤 ･炎症憶 の程度 と

アビジン結合細胞の関係

客観織切片内の乳頭下層血管網 を,血管壁周囲の細胞

浸潤 ･炎症像の程度により以下の3段階に分類 した ト )

:細胞浸潤 を認めず.異常 を認めない血管壁.(+):軽

度の細胞浸潤 を認めるが,好中球はごく少数で.赤血球

の漏出像やワ イプ リノイド壊死を認めない血管壁.(十

+):中等度か ら高度の好中球主体の炎症細胞浸潤 を認

め,赤血球の漏出像 ･7 イブ1)ノイド壊死をしぼ Lば伴

う血管壁.

AP の症例33-39の各症例について算日日ーた血管 100

JLm 当た i)のアビジン結合細胞数 を表 3に示す.(++)

では.T正常対照 (表 2)に比 し.全刑で有意な減 少を認

めた.症例34,37.38においては.細胞浸潤 ･炎症性が

高度になるに伴い,有意にアビジン結合細胞数の減 少 を

認めた.また.6例中 4例において,(-)す なわち組

織学的に,iE常な血管で も,正常対照 (表 2)に比 し,ア

ビジン結合細胞散の有意な減少を認めた.図 2は,乳頭

下層血管網における正常対照 4例 と AP7例の各:'平均

値間の比較 をグラフで示 したものである.AP の炎症細

胞の浸潤血管,非浸潤血管 ともに.正常対照の血管 よ り

アビジン結合細胞散が有意に減少 し.減少の程度は炎症

細胞浸潤の程度 と有意に相関 していた.
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奉 望 下腿の正常皮膚におけるアビジン轄食細胞数

症例 毛細血管ループ 乳頭下層血管網

1 2.36士0.71 3.32±1.59

2 2.72±0.98 3.54士1.39

3 1.48±0.亜 2,61±0.糾

1 2.55±0.65 2.揖 ±0.89

平均 2.28±0.55 3,07±0,43数

imean=SDl

(i) 血管炎の程度と肥満細胞数の関係

アビジン結合細胞数の減少が,肥満種胞の数の減少な

のか,またはその脱斯粒によるものなのかを検討するた

め.血管周凶の C-kit陽性細胞数を計測 し,炎症細胞浸

潤との関連を検討 した.抗 C-kit抗体は凍結組織で し

か利用できないため,前述のような炎症細胞浸潤の詳細

な形態学的評価ができず,次に示す基準で2段階に分類

した.(-):血管周囲に細胞浸潤を認めないもの.(+)

:血管周囲にあきらかな細胞浸潤を認める鮎の.さらに,

血管内皮細胞のマーカーとして,UEA-1レクチ ンを

用いた.表 名吊こその結果を示 した.症例購-崩すべてで,

炎症細胞浸潤の有無によらず C茂iも陽性細胞数に差は

なく,血管壁周囲の肥満細胞の数はほぼ同数であること

が示された.この所見は前述 したアビジン結合細胞数の

減少が肥満細胞の脱瀬粒によるものであることを示 して

いる.

(5) 肥満細胞の脱暇粒を示す免疫組織学的所見

免疫組織染色による検討では,形態学的に肥満細胞の

脱常駐を示唆するアビジン結合朔粒の飛散 した像は認め

られなかった.しかし,アビジン染色と抗 C茂it抗体染

色の 2重染色では,血管周囲の C壷 も陽性細胞にアビ

ジン結合頼粒を持たないものがあった (図1-d,C.f).
前述 したように,正常皮膚ではほぼ全ての肥満細胞は両

者を同時に発現するのに対し,病変部の血管周囲の C-

kiも陽性肥満細胞では,アビジンとの結合性を持たない

ものや結合性が著 しく低下 したものが存在 したことは,

一部の肥満細胞が脱鞘粒したことを示唆する.次に.ア

ビジン結合期粒の蛍光強度を画像解析 し,その蛍光強度

をレインボーーカラーで比較した.レヤンボーカラーでは.

弱い蛍光は紫色調から青色調に,強い蛍光は赤色調で表

示される.炎症細胞浸潤の強い血管周囲のアビジン結合

性を示す細胞では膏から線であったが,血管から離れて
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表3 乳頭下層血管網における細胞浸潤 ･炎結像の程度

とアビジン結合細胞数の関係

症例 細胞浸潤 .炎症の程度
ド ) (+) (十十)

33 2.58±0. 1.08±0.89*† 0.52士0.41*†
封 1.31士0.53* I.26士0.76* 0.52士0.40*†‡

35 2,46±0.61 1.81士0.59* i.24±1,02*†
36 2,17土1,20* 1.50土0,97* 0.86士0.51*†

37 1.胡 士O.52* 1.25士0.38* 0.27±0.37*†‡

38 1.53士0.15* 0.96±0.44* 0.45±0.36*†‡

数億は血管1OOpm あたりのアビジン結合細胞数 (mean

±Sr)1

*:正常対照との閏で有意差あり(p<0.05)

千:卜 )との間で有意差あり

‡:(+)とく++)との間で有意差あり

管周囲のアビジン結合細胞に選択的に蛍光の低下が見ら

れたことから,細胞内報粒の含有量の減少が示唆され,

ここでも病変部血管の肥満細胞が脱凝粒 していることが

示唆される.

(6) TgA沈着部位におけるアビジン結合細胞数

免疫複合体の沈着が肥満細胞の脱期粒と関連するかを

検討するために,毛細血管ループにおいて,短A が沈

着した血管と沈着していない血管のアビジン結合細胞数

を検討 した.血管壁のマ-か-として,基底膜成分であ

るn'聖互コう,--ゲンを閃いた.nlT型コラーゲンを TRITC

管,アビジンと 短A の両者を F汀Cで標識した.短A

はⅣ塑コラ-ゲンで囲まれた内腔または膜上に紫粒状に

詰められ,アビジン結合常数は外側ある摘 ま膜に接 して

分布するため,両者の区別は可能であった (データ示 さ

ずl.毛細lfll管ルーープを,IgA 沈着部と非沈着部にわけ.

それぞれの血管基底膜に接するアビジン結合締胞数を計

測 した.表 5に結果を示す.IgA 沈着部と非沈着部で,

有意差を認めなかった.

(7) E一七レクチン発現と肥満細胞の関係

4例について,E-セレクチンとアビジン結合細胞の

関係を検討 した.E-セレクチンは,陽性の場合で も組

織中の血管の-一部でのみ陽性であり,さらにその長 さは

内皮細胞数個程度であったため,統計学的解析はできな

かった.E-セレクチン陽性血管周囲のアビジン結合細

胞の蛍光強度は嘗しく低下Lておi.).E-セレクチン発現

と肥満細胞の脱期粒との関連が示唆された く図1-i,汁
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アナフイラク トイ ド紫 斑

図2 乳頭下層血管網における7'ピジン結合細胞散 :iT_I.iF,'対照と

アナフィラタトイド紫斑の平均億間の比較

正常対照の血管に比べ,アナ7(ラクト[ド紫斑では炎症細胞

浸潤を認めず組織学的に正常な血管 巨 ),炎症細胞浸潤を認める

血管 (+).巨 十)ともに7ピジン結合細胞敬が有意に減少し.そ

の程度は炎症細胞浸潤の程度と有意に欄間している.

考 案

細胞接着因子やサイトカインが発見される1′､用Jは,免

疫複合体の形成 弓七着による血管炎において好中球が隈

患血管局所に選択的に浸潤してくるメカニズムを補体の

働きで説明してきた7),すなわち,免疫複合体が血管壁

に沈着すると,それが補体と加古し.アナフヤラ トキシ

ンである C3a.C5aを産生する.これらにより,秤

中球の遊走能義進 ･活性化が誘導され,血管壁に浸潤 し

それを障害すると考えられてきた.しかし,補体の作周

だけでは,好中球の血管内皮細胞との相互作用や活性化

について説明ができなかった.

近年,好中球の血管内皮細胞-の定着 ･浸潤に際 して

種々の細胞接着分子が機能していることや,それらの発

規に炎症性サ イトカインが関与 していることが明らかに

されつつある15).特に E-セレクチンは,正常の血管

内皮には発現していないが,活性化された血管内皮の細

胞膜上に発現し,好中球の内皮細胞-のテザリンダやロ-

l)ンデといった,炎症早期の好rfl球の定着 ･浸潤に関与

する.これらの細胞接着分子の発現は,IL-1や TNF-

α等の炎症性サ イトカインにより速やかに誘導 され

る8).培養細胞による実験では,アナフィラトキシンで

ある C3a.C5aの添加だけでは内皮細胞の ICAh･卜

1や E一七レクチン等の細胞接着分子の誘導が起こらな

いこと16)17)辛,好中球の活性化には 王L-1や TNF-

αの添加が必要であること18)が明らかとなった.臨床

的 には.smalト､･essellleCrOtizingvasculitisの各疾
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泰4 炎症細胞浸潤とC凍iも陽性繍胞数の関係

a:毛細血管ループ

症例 萱 炎症細胞浸潤ド) (+)

40 4.90±1.37 4.79±1.74

姐 4.25±1.62 且73士1.

42 卓3十90±1,21 1,09土1,72

43 #4.58±2.10 4,99士1.72

b:乳頭下層血管網

症例 炎症細胞浸潤
ド ) (十)

40 3.96j=iOS 4.00±1.60

41 4.29士1.80 3.62士1.57

42 5.52±2.16 4.複5±2.35

43 4.25±0.89 3.80i:且.72

数億は血管1OOFLm あたりのC-kit陽性欄胞数 (meand=

SD)

数値の前に弁がついているものはn-3

愚では,血中 TNF-aが有意に上昇していることが示

された19).これらの結果は,血管内皮の細胞接着分子の

発現や好中球の活性化 ･浸潤には,免疫複合体や補体に

加え炎症性サイトカインの存在が必須であることを示唆

する.そのような炎症性サイトカインの産生 .供給源 と

して,最近注目されているのが肥満細胞である.

正常皮膚組織において,肥満細胞は血管や皮膚付属器,

神経周囲に近接 して存在Lている.葦麻疹.ア トピー性

皮膚炎,南平苔癖,強皮症等の皮膚疾患で,肥満細胞の

制 札 活性化 脱凝粒が認められている20ト23).肥満細

胞の細胞内分泌願粒は,種々の生理活性物質を有し,そ

れらの炎症病変の形成 ･進展に関与すると考えられてい

る.前述したように,TNT-aを産生 ･放出すること

が特に注目されている,しかし,ヒトの血管炎の病理組

織において,肥満細胞の役割を検討した報告は非常に少

ない.その中で,継時的な皮膚生検を行い,血管炎発症

における肥満細胞の重要性を示した2つの症例報告があ

る9)腑.Kano らが報告 した運動誘発性尊麻疹梯血管

炎の1例では,運動誘発前は組織学的に血管壁に免疫複

合体の沈着を認めるのみであったが,誘発後早期に肥滴

細胞の脱額粒と,同時に血中の TNF-aの上昇が認め

301

泰5 毛細血管ループにおけるヱgA沈着とアビジン結食

細胞散の関係

症例 IgA沈着
(-) (+)

41 1.41±1.39 2.69士ユ03

42 I.31士0.81 2.94±2.56

43 0.86士1.32 I,37土1,29

44 0ふi±1.12 1,72土1.38

45 0.78±1.cc 0.76±0.93

46 1.45±0.93 i.31士0.98

47 0 0,21士0.53

48 0.21士0.62 0,20士0,40

49 0.33±0.93 0,49士0,79

数値は血管100pm あたりのアビジン結合細胞数 (mean

i:SD)

られた.その後,血管内皮の ICAM-i,E-セレクチ

ン発現が続き,好中球浸潤像が起こった9).soterらが

報告したのは,低補体血症を伴い,外傷 ･寒冷刺激で誘

発される葦麻疹様血管炎の 1例であるが,ここでも誘発

後5分というきわめて早期に,肥満細胞の脱瀬粒を認め

ている10).これらのデータは,肥満細胞の脱輝粒に伴 う

TNT-a放出が血管炎の極めて初期の段階に起こり,

続いて血管内皮に E-セレクチンをはじめとする接着

分子が発現 し,その結果,好中球浸潤と活性化が起こっ

ていることを示唆しており,肥満細胞の脱額粒が血管炎

発症初期に重要であるということの臨床的な証拠と考え

られる.

しかし,これらはいずれも単発的な症例報告である.

しかも,肥満細胞の散の検討は.ト)Lイジンブルー栗色

した組織切片内の一定の面積に含まれる肥満細胞の数を

計測したものである.この方法では神経や汗腺などの付

属器周囲の肥満細胞も含めて計測 してしまう危険がある.

本研究では CLSM を用いることにより,血管壁周囲の

肥満細胞のみを選択的に測定できるため,より正確な測

定が可能である.さらに,得られた画像がデジタル処理

されているため,ま画面内であれば蛍光強度を比較する

ことにより各細胞間の願粒量の比較ができる.そして,

比較的多数例の検討が可能な APを対象に検討 したこ

とにより,一部で統計学的検定も導入することができた.

本研究では,まず免疫複合体の沈着血管,炎症細胞浸

潤および E-セレクチン陽性血管の位置関係を検討 し

た.IgAが主に毛細血管ループに沈着 していたにもか
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かわらず.炎症細胞浸潤 と E-セレクチンの発現は少

なかった.それに対 し,炎症細胞痩潤は 短A 沈潜がほ

とんどない乳頭下層血管網と真皮中層までのJfll管壁に強

か--_-た.さらに.E-七レクチンはほとんどの症例でそ

れらの血管に陽件であった.これらの結果は,AP の病

変形成においても E一七レクチンの発現はIflt管壁への

好中球を主体とする炎症細胞浸潤に重要であることを確

認するものである.免疫複合体は好中球浸潤後.ごく早

期に貧食され局所から除去されることが知 られてい

るコ小.乳頭~卜執れl管網や墓皮中層血管にもごく初期では

免疫複合体が沈着していたが,それが E一七 レクチ ン

により導かれてきた好中球によi)貧食されてしまった吋

能性がある.このため.免疫根合体沈着がこれらの E一
七レク+ン陽性血管に認められなか-1-'たと考える.つま

i),その党規誘導に免疫校合体力言問'j･していないことを

示すのではないと考える.それに対し.毛細JflL管 ループ

では,後述するように F:･七レクチンが発現 されに く

く,そのため好ql球浸潤が少なく.結果として免疫棺合

体が貧食されずに残ったと考える.APでは他の皮膚血

管炎と比べ免疫複合体の検.Ll再用寸高い5)のはこのため

であろう.

次に,炎症細胞浸潤と肥満細胞の関連を検討 した.炎

症細胞浸潤の増加に伴い,lflt管壁に接着したアビジン結

食細胞が有意に減少した.一方,炎症細胞浸潤の有無をこ

よらず.血管壁周囲の C-kit陽性細胞数に葦を認めな

かったことは.血管壁周囲の肥満細胞散は減少していな

いことをiiHノている.また.病変部の血管周関のアビジ

ン結合細胞の煎光強度は著しく低下しているものが多かっ

た.これらの結果は,炎症細胞浸潤を伴う血管に接着 し

た肥満細胞は脱粕粒 しておi上 その程度は炎症細胞浸潤

の程度と相関していることを示す.肥満細胞の脱堀粒が

強く起こ･.-)たIftl管では.内皮細胞の E-七 レクチ ンの

党規も強くなi十 結果的に強い炎症細胞浸潤を引き起こ

すと解釈される.もうひとつの解釈として,この相関は

肥満細胞の脱種粒が好中球浸潤の原閃ではなく.好中球

浸潤の結果であるということも叶能である.しか し.礼

頭下層血管網では好中球浸潤を認めない血管でも正常対

照と比較するとアビジン結合細胞の有意な減少がみられ

たことから,好中球浸潤だけでは肥満細胞の脱畢粒は説

明できない.むしろ,前述 した Kano ら9)や SoteT

らlo)の症例報告の結果から,肥満細胞の脱紫綬が炎症

細胞浸潤に先行 して起こり,細胞浸潤惹起に麗質な働 き

をしていると解釈すべきであろう.しかし,一度好中球

浸潤が起こり炎症が誘発されると,それがさらなる肥満

細胞の脱顎粒を引き起こすという positivefeedbllCk

が!-i:_じているために,血管の炎症の程度と肥満細胞の脱

鞘粒の程度が相関した可能性は否定できない.

次に.免疫複合体沈着とこの脱鞘粒の関係を検討する

ため.毛細血管ループにおける血管壁の免疫複合体沈着

IgA 沈着部.非沈着部ともにアビジン結 合細胞が著 し

く滅少し.その程度に差がなかった.毛細血管ループで

は,前述 したように 三富A の有無に関係なく炎症細胞浸

潤が弱いことから.浸潤 してき/+=好中球の貧食により

IgA が除去された可能性は考えに くい.つまi).IgA

陰性の血管には番組から蛍光抗体法で検lLl'.できるほどの

量の IgA が沈着しなかつたと考えられる.このことは,

免疫複合体が沈着しなくても.または,蛍光抗体法では

検出できないような微速の免疫複合体が沈着しただけで

ち.肥満細胞の脱鞘粒が生 じていることを示す.また,

APの非病変部でも血管壁に免疫複合体が沈着 してい

ること25)26),さらに,Kano ら9),soteT ら10)の報告

でも血管炎誘発前にすでに免疫複合体が血管壁に沈着し

ていたことは.免疫複合体が必ずしも肥満細胞の脱帽粒

を誘導するものではないことを示 している.

しかし,免疫複合体に肥満細胞の脱朔粒を起こす潜在

能力があることは事実であり,そのメカニズムについて

の新たな知見が得られている.ノックアウトマウスを履

いた解析により,古典的な Arthus反応の進行や血管

炎の党TlLIiに.肥満細胞土.の FeγR が払軒 ぐあることが

明らかにされた紺 郷 .っまyj,血管壁に沈着 した免疫

裡合体を,FeγRmを介Lて肥満細胞が認識 し.脱鞍粒

により TNF-αを放けJ.することで血管炎を発症すると

いうものである.しかし.ヒト肥満細胞には FeγRⅢ

は認められない29㌔ さらに,AP の血管壁における免疫

複合体は,ほとんどの症町 F IgA であ i),Fm R が

ヒト肥満細胞に存在するという報告はないことから,ヒ

トの血管炎.特に APでは Fe レセプターは関与 して

いないものと考えられる.他方で,肥満細胞は C3aや

C5aなどの補体成分に対する受容体を発現しているこ

とから師 ,血管局所で免疫複合体から遊離 した C3a

や e5aを認識し.脱畢粒 している叶能性がある.免

疫複合体が沈着していない血管でも肥満細胞が脱瀬粒 し

ている原因としてこれらの補体系の関与も検討する必要

があろう.

今回の実験により E-セレクチン陽性内皮細胞は,免

疫複合体が沈着する主な血管である毛細血管ループには

少なく,主な炎症細胞浸潤の血管である乳頭下層血管網
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ない し薙皮中層の小血管に認められることが明らかとな-)

た.次に,E-セレクチン陽性を示した･=鞘二ついて E-

セレクチンとアビジン結合細胞の関係を検討 した.統計

学的な検討はできなかったもの(7),4刑すべてで E-

セレクチン陽性血管内皮細胞の周問にはアビジン轄食細

胞は認められないか,認められてもその蛍光が著しく低

下 していた.このことは,肥満細胞の脱町粒と FJ--････一･七レ

クチン発現の強い関連を示すものである.それに対 し.

短A が沈着 していた毛細血管ル-プも,沈着 していな

かったものも,その間鞘の肥満朝日泡が脱鞘粒 していたに

もかかわらず,内皮細胞に E-セレタテ ンの発現が誘

導されなかった,その理由については不明であるが,こ

の結果は器官培養 した皮膚に TNF-aを加えても,ま

た,その【トにf沌 三する肥満細胞に強制的に脱鞍粒をさせ

でも,E-セレクチンを発現するのは乳頭下層血管網の

内皮細胞だけで,毛細血管ループの細胞は発現 しなかっ

たという報告と矛盾 しない31)32)33),このことは,皮膚

の血管内皮細胞における TNF- αに射する E-セレ

クチンの発現能力に heteTOgeneityが存在することを

示唆 している.免疫複合体型血管炎が毛細血管複雑か静

脱である乳頭下層血管網に好発することとあわせ,障害

血管の部位特異性を説明する要因として興味深い.

AP において免疫複合体の沈着は非病変部位の血管

にも認められる事実25)や今回の実験結果により,AP

の血管障害の発生には免疫複合体の沈潜のみでは不十分

で,肥満細胞の脱額粒がその病態に重要であることが明

らかとなった.近年,肥満細胞による脱畢粒のメカニズ

ムの研究が著しく進歩 し.杭アレルギー剤などの脱坤粒

抑制作用を持つ薬剤の開発が進んでいる.肥満細胞の補

体を介 した脱常数の研究についてさらに進歩 し,血管炎

の治療に役立つ薬剤が開発されることが期待される.
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